
　マスコミ論は鹿児島にある全国・地方の新聞・放送局計１３社と連携して講
義・見学・実習を行う全国でもユニークな授業です。マスコミ論（主に２年後
期）とマスコミ論演習（主に３年前期）に分かれています。法文学部全体の科
目ですが、他学部からも興味を持った学生が受講しています。
　マスコミ論は地元紙の報道幹部や全国紙・通信社の支局長、さらに各放送
局の報道幹部の方々が１コマずつ講義してくれます。映像も駆使して、それぞ
れメディアの特徴をわかりやすく説明する、いわばマスコミの入り口論です。
　次の段階のマスコミ論演習は体験型です。新聞社を深夜訪れて編集作業、
印刷の刷り出しを見学したり、高校野球の応援風景を取材実習するなど記者
というものを肌で感じてもらいます。放送局ではニュースや制作番組を体験。
記者やディレクターの方々から直接話を聴き、テレビの現場を学びます。
　授業計画はマスコミ各社と大学からなる運営委員会で協議して決めます。
２００５（平成１７）年度に開設しましたが、急速に進むネット社会に旧来のメ
ディアとしてどうように対応するかという課題も授業の中で学べるように心が
けています。地域とメディアの関わりも大きなテーマの一つです。

　農学部には森林・林業のための教育研究施設として広大な「大学の森＝演習林」がありま
す。百年余の歴史があり、総面積3400haは大学所有地全体の93％を占め、全国の大学の
中でも5番目の広さを誇っています。垂水市にある高隈演習林を中心に、学生実習、研究、社
会人への林業技術研修や子どもたちへの環境教育等、年間5000人前後が演習林を利用し
ています。
　学生教育としては、主に農学部農林環境科学科で森林関係分野の実習が多数実施されてい
ます。森林を学ぶ上での基礎となる樹木の同定や森林の生態を学ぶ実習、林業を実施して行く
上で必要となる育林～生産・利用までを学ぶ実習や森林の測り方を学ぶ実習、木材加工を学ぶ
実習、防災や山の管理のために必要となる砂防ダムや林道を設計する実習、地域貢献にも役立
つ森林環境教育を学ぶ実習など、多くの実習を演習林宿舎で仲間たちと合宿しながら学んで
います。更に4年間の大学生活の総決算として、森林や林業、防災や山村に関わる様々な問題
をテーマとした卒業研究が演習林を舞台に行われています。また、森林科学の専門課程以外に
共通教育科目や他学部、更には他大学の実習等にも幅広く利用されています。

　歯学部では、多くの無歯科医離島を有する鹿児島県の地理的特徴をふま
え、「地域・離島歯科医療学」で離島・へき地での歯科保健の実態や歯科医療
の特性を学びます。さらに、臨床実習へ進むと、無歯科医離島で行われる診
療に学生が同行し、離島における歯科医療活動を実体験する「離島歯科巡
回診療同行実習」が行われます。
　実習先は、三島村(竹島・硫黄島・黒島)、十島村(中之島・口之島・平島・諏訪
之瀬島・悪石島・小宝島・宝島)、屋久島町(口永良部島)の計11の島々です。
巡回診療は、歯学部教員および県歯科医師会口腔保健センターの歯科衛生
士が各島3日前後滞在して行い、1つの島あたり2名の学生が同行します。
実習は持参した機器を組み立てて診療体制を整えることから始まります。診
療では入歯の調整や虫歯治療の介助を行います。最近は、予防的処置や歯
磨き指導などの患者教育も重要視されており、学生も積極的に参加します。
子どもからお年寄りの方まで多くの島民に接することができ、参加学生から
は「離島へき地の環境を理解し、歯科診療活動の重要性を実感する貴重な
機会だった」との評価が多く聞かれます。

地域の特性を活かした教育で 学生を育成PICKUP
ScienceEducationLaw, Economics

and Humanities
Dentistry

法文学部
マスコミ論

　天体観測実習は、物理科学科３年生を対象にした授業です。鹿児島大学
には錦江湾公園に6m電波望遠鏡、農学部入来牧場に1m光赤外線望遠鏡
と20m電波望遠鏡（国立天文台VERA入来局）があり、日本でも特に恵ま
れた観測施設を有しています。特に、VERAは国立天文台と共同で運用して
おり、天の川銀河の全体像を世界で初めて描き出す研究が進んでいます。
　実習では天体望遠鏡の基本的な仕組みを学んだ上で、これら最先端の望
遠鏡を見学し、実物を目にすることで、その機能や構造を理解します。また、
宇宙航空研究開発機構JAXAとの連携関係に基づき、内之浦にある宇宙基
地を見学し、その仕組みや衛星で得られた科学的成果について学びます。
　この実習を通じて科学研究と科学技術の関係が理解でき、物理学が自然
を理解するためにどのように使われているのかを知ることもできます。そし
て、物理学は研究だけでなく実社会でも有用であることを実感でき、大学で
物理を学んだことが実社会でも自分の強みになることがわかるでしょう。

教育学部
学校環境観察実習

　学校環境観察実習は、教職を目指す学生たちが教育現場を体験する実習です。
　対象は2年生で、定員40人。教育現場を体験することにより、その後の講義
や実習に対する意欲を高めるのが目的です。鹿児島県の公立学校の約半数は
「へき地」にあると言われています。実習には、将来、離島・へき地に赴任する際の

不安や先入観を取り除くねらいもあります。
　1週間の実習では、奄美市や瀬戸内町の小規模校を中心に訪問します。各学校での授業観察や授業補助を行いながら、給食や清掃活動、スポーツなどの時間
を児童・生徒とともに過ごします。
　実習終了後の報告会では、実習に参加した学生が各自の体験や学びの成果を発表します。また、教育委員会の職員、実習受け入れ先の教師から意見や助言な
どを頂戴し、実習のまとめをします。
　学生からは「教師になるという目標をより強いものにすることができた」「小規模校は生徒一人ひとりと真剣に向き合える素晴らしい環境だった」などの感想が
あり、実習が大きな収穫であったことがうかがえます。

理学部
天体観測実習

農学部
附属演習林

歯学部
離島歯科巡回診療同行実習
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地域体験学習
　共通教育センターでは、鹿児島県内の地域に出掛けて地域を知るとともに、そこに
ある問題を考えることにより新しい鹿児島の未来を創造しようとする科目がたくさん
あります。たとえば「かごしま教養プログラム」、「かごしまフィールドスクール」、「鹿児
島探訪」シリーズ、「屋久島の環境文化Ⅰ～Ⅳ」などです。
　なぜ、「地域」なのかと言いますと、地元という身近な教材を学ぶことで、地域にある
問題をより深く実感することができるか
らです。そして大切なことは、地域にあ
る問題に触れることで、世界に共通する
ものを含んでいるということを理解し、
世界の中の鹿児島の存在意義をはっき
りと認識できるようになることです。こ
れからの国際化には、しっかりと地域に
根ざすとともに、世界中のそのような
人々との交流により、相互に理解しあう
ことから始まるものでなければなりま
せん。

　海岸測量実習は、日置市吹上浜で海洋土木工学科の3年生を対象として行
われます。選択科目でありながら、学科のほとんどの学生が参加し、本学科の前
身である海洋土木開発工学科創立時から続く伝統のある実習です。
　砂浜や砂丘といった高低差のある自然の中で測量を行い、土木工学の基礎で

ある測量技術を身に付けることが目標です。また、海岸での観測や調査を通して、自然現象に対する理解を深めます。
　実習は、夏期休暇中に2泊3日にわたって行われます。学生たちはグループに分かれて地形測量を行い、自らの力で地形図をつくり上げます。その他には、ド
ローンを用いた写真測量や海浜測量、斜面縦断観測、さらに海浜流や海岸特有の気象現象の観測などを実習しています。実習終了後は完成させた地形図とレ
ポートを提出し、評価が行われます。
　実習の期間中、夜は教員が学生と面談し、履修の指導などを行っています。学生が将来のことを相談したり、4年次から所属する研究室についての詳しい話を
聞くことができる貴重な機会。学生と教員が寝食を共にし、共同作業を通じて協調の精神を養うことができます。

　平成24年4月に鹿
児島大学に設置された
共同獣医学部では、新し
い教育カリキュラムが始

まっています。これは、日本の獣医学教育の共通到達目標として平成23年3月に刊行された獣医学教育モ
デル・コア・カリキュラムに準じたプログラムです。本学部では、将来的に全国の獣医系大学への導入が検討
されている参加型臨床実習にも対応できるように、実習教育の充実に取り組んでいます。牛、馬、豚などの
産業動物系の実習では、各種動物を専門とする教員が一体となって、動物種ごとの内科疾患、外科疾患、特
殊検査について総合的に教育する体制を整えています。犬や猫といった伴侶動物系の実習では、呼吸器、
循環器、消化器、血液、神経系疾患などを対象とした、より専門的な検査、診断および治療法を習得していく
教育体制を整えています。また学年が進むと、附属動物病院における産業動物ならびに伴侶動物の総合的
な臨床実習を行うことで、より実践的な技術と知識を習得することが出来るようになっています。

国際体験学習
　「世界は個々の地域の集合である」といえば驚く人がいるかも
知れませんが、今や「グローバル化」の流れの中で、地域の個性が
消されようとしていると感じている人も少なくありません。
　「世界を知るためには、世界の地域に出掛けなければ分からな
い」という考えの下に、共通教育センターでは、カリフォルニア、ハ
ワイ、シンガポール、タイ、ミャンマー、中国など世界に出掛けて地
域を学ぶ科目群があります。独自の文化や産業を育てている地
域に出掛け、実践的な体験を行うことにより、地域の問題を理解
するとともに国際人とし
ての資質を身に付けるこ
とができます。体験の内
容も、ビジネス、経済、産
業、マスコミ、農業、社会、
地域問題など多岐にわ
たっています。

「屋久島の環境文化Ⅱ」の活動風景 「南米における進取の気風研修計画（ブラジル）」の活動風景

　離島・地域医療実習は、6年生を対象に約2週間にわたって行われる実習で、
平成19年度から必修化されました。全ての学生が離島での実習を経験する
大学は全国でも少なく、南北600kmといわれる鹿児島県の地理的特性を活
かした取り組みと言えます。

　受け入れ先は、上甑島、下甑島、種子島、奄美大島、徳之島、沖永良部島の診療所や病院、その他県内のへき地医療を担当する診療所や鹿児島市の在
宅医療クリニックなどです。実習では、離島医療やプライマリケア、在宅医療の現場を「見て、感じて、考える」ことを通じ、離島医療や地域医療の仕組み
や医師の役割を学ぶことが目標となります。実習後はさらに勉強することの必要性を痛感し、学習意欲の増す学生も多いようです。学生は実習先で、問診や
血圧測定など医師の手伝いをしながら、離島・へき地医療の現場を間近に見て学びます。また、医用データ管理システムなどを用いた遠隔医療の体験や
e-Leaningを使った学習もできます。学生からは「離島勤務への思いが一層強くなった」「患者さんとの触れ合いが大切ということの意味を学ぶことができた」
などの感想が寄せられ、有意義な実習であることがうかがえます。

医学部
離島・地域医療実習

　公海域水産乗船実
習は、水産学部大型練
習船かごしま丸に乗船
して夏休みの約50日間

をかけて行う、2～4年制を対象としたスケールの大きな実習です。かごしま丸は、漁業、生物資源調査、
海洋観測を行うための最先端の設備を備えた実習船です。実習の最大の目的は、講義で学んだことを船
上体験によって確認・実践することです。地球環境や資源の問題にも地球規模のスケールで考える視野
が養われます。
　船上では船の安全を守る航海当直を夜間も交代で学生が行い、決められた仕事をやり遂げるという体
験を通じて、仕事に対する責任感を身につけることができます。また、天体観測による船位の計算や、海
洋・気象観測など、洋上技術者としての訓練を行います。漁業調査実習では、マグロ、カジキ、サメなどの
大型回遊魚の漁獲調査を行います。
　この実習で寝食を共にした仲間とは、研究室やサークルで出会う友人とは異なる、同じ経験を共有した
者同士の強い絆が生まれます。

工学部
海岸測量実習

水産学部
公海域水産乗船実習

　鹿児島大学は、地域を学んで地域に貢献するとともに世界で活
躍できる人材の育成を目指しています。今回は、地域体験学習と
国際体験学習を紹介します。

共同獣医学部
共同獣医学部で充実する臨床実習

共通教育科目
地域体験学習／国際体験学習

※科目名は平成29年度実施のもののため、変更の可能性があります。地形測量の様子（ドローンから撮影） 離岸流の可視化実験（ドローンから撮影）

離岸流によりできた
蛍光塗料のすじ

※自然環境に害のない蛍光塗料です
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